


事業報告 及び 決算令和
3年度

全体の
要 点

これからの地域を支える
「人」をふやそうⅠ 

Ⅱ みんながつながる「場」をつくろう

２年半にわたる新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化により地域福祉活動やボランティア活動
は中断や自粛をしたものが多い１年となりました。会員の高齢化やつながりの希薄化を考慮する
と、その再開には組織づくりからやり直さなければならないものが多く、福祉を取り巻く状況は厳し
さをますものとなりました。令和3年においても本会は、第2期湯沢町地域福祉活動計画「みんなで
つくろう あったかい町 ゆざわ」の理念のもと、各種の地域福祉推進事業に取り組みました。

個々のボランティア活動やボランティア団体、連絡協
議会活動を支援し、コロナ禍ではありましたが可能な
限りボランティア活動が継続できるようにしました。ま
た、湯沢学園や湯沢児童クラブと連携し福祉教育の推
進を図りました。

誰もが集える場や世代間交流の場づくりに向けてしめ縄づくりや男の料理教
室、ボッチャの会等の開催を支援しました。また、いきいき・ふれあいサロンやや
まぶきの集いの実施継続、地域の町内サロンなどの充実を図りました。
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収入
196,950千円

Ⅲ みんなで支える「しくみ」をつくろう

Ⅳ みんながつながるために「しらせ」を広げよう

Ⅴ 介護保険、障害福祉サービス、湯沢児童クラブ

令和3年度 決 算

事業費
28,109千円

積立預金積立
5,330千円

次年度繰越額
2,048千円 助成金・

共募配分事業
1,601千円固定資産取得

4,679千円

人件費
147,011千円

支出
196,950千円

事務費
7,157千円

介護保険・障害福祉
サービス事業
126,069千円

補助金
33,670千円

受託金
19,555千円

千円寄付金 734千円

千円

施設整備等
補助金
213千円

千円会費1,410千円

積立預金取崩
10,000千円

その他の収入他
5,299千円

生活支援体制整備事業や配食サービス等の各種受託事業の
実施、安心安全見守りネットや湯沢つながり隊等の運営を行う
ことで、住み慣れた地域で暮らせるよう体制を強化しました。

町民に手に取ってもらえる広報誌「社協ゆざわ」を目指し、写真
や内容等の工夫をしました。また、多くの思いや声を受け止めら
れるよう従来の高齢、障害分野だけでなく、多種にわたる相談
に対応しました。

訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護
支援事業ならびに湯沢児童クラブ指定管
理業務を実施しました。

その他の支出
1,015千円
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ボッチャのコート

地域づくりで
特  

集

ボッチャの魅力

●誰でもできる
子どもから大人、高齢者、障がい者、運動オンチ、
スポーツマンなど、人を選びません。

●ルールが簡単
赤と青のチームに分かれて、目標白球に近づける
ようにボールを投げ、得点を競います。

●どこでもできる
専用のボールがあれば、体育館や集会所、広い和
室でもできます。

●奥が深い
相手のボールをはじいたり、コースを邪魔したり、
全部の球を利用して自分を有利にもできます。チー
ムで作戦を立てるのも楽しいです。

ヨーロッパで生まれたユニバーサルスポーツで東京２０２０パラリンピックの正式種目でもありました。赤または青
の皮製のボールを投げ、ジャックボール（目標白球）にどれだけ近づけるかを競う競技。障がいの有無、子どもや高
齢者、男女区別なく行うことができるスポーツです。

ボッチャとは…
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町民同士の交流や健康づくり、ひいては誰もが住みやすい町づくりを目指して、
誰もが楽しめるスポーツ「ボッチャ」が広がっています。

「みんなでボッチャの会」は誰でも楽しめるス
ポーツボッチャを通じて誰もが交流でき、仲間
や健康づくりをしたいという町民の方の熱い思
いのもと結成されたグループです。
ルールや楽しみ方を伝えたり、ボッチャの普及
をしながら、地域づくりに取り組んでいます。
地域や事業所、サロン活動等にも伺いますので、
是非連絡下さい。

ボッチャで
人と人とを
つなぐ

青チーム
スローインボックス

赤チーム
スローインボックス

地域福祉活動計画の「みんなでつながる場をつくろう」
という基本目標を実現するために、ボッチャを通じて
集まる場づくりを推進しています。

第２期
湯沢町地域福祉活動計画との関連
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湯沢つながり隊
とは？

配送ボランティア募集！
配食サービス

１時間400円
活動謝礼

掃除や買い物、ゴミ出し等、
専門的な技術を必要としない
誰でもできる簡単な生活支援

活動内容

つながり隊が結成されてからもうすぐ ………１０年
今まで手伝ってもらいたいと登録した方……７７名
今まで手伝えるよと登録した方………………４８名

湯沢つながり隊で

一緒に活動して

みませんか？

湯沢つながり隊
住み慣れた地域で誰もが安心して暮せるように、
「ちょっと手伝ってもらいたい」という人と
「このくらいなら手伝えますよ」という人をつなげ、
生活を支援し、支え合う住民参加の助け合いサービスです。

ご存じ

ですか？

ちょっとした困りごとを地域の支え合いで解決

つながり隊会員 交流会の様子

毎週月・木曜日に行っている配食サービスのお弁当
を配達していただけるボランティアを募集します。

三国三俣地区（冬季は三俣まで）
土樽地区・神立地区
湯沢東地区・湯沢西地区

午後3時頃より1時間程度
月に1～2回程度

対象地区

時　　間
回　　数
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高齢者との交流

８月1・8・22日

いきいきサロン

お弁当配り

８月1・4・8・18・22日

配食サービス 車椅子体験

夏休みボランティア体験2022

障害のある方の
理解

８月4・17日

誰でも楽しめる
スポーツを体験

８月20日

ボッチャ体験

声を届ける
ボランティア

８月19日

文字を声に変えて
伝えるボランティア
音声訳の会たんぽぽ

街頭募金活動

８月27・28日

24時間テレビ
チャリティー募金

手話にチャレンジ

８月5・18日

手話で歌ってみよう！
手話サークルかたつむり

点字にチャレンジ

８月19日

点字で名刺を作ろう！
点訳の会あいあい

24時間テレビ４５ チャリティー街頭募金ボランティア募集
今年は２４時間テレビ街頭募金活動を実施する予定です。当日会場において、来場者からの募金の受付等を行
うボランティアを募集します。ご協力よろしくお願いします。
今年は２４時間テレビ街頭募金活動を実施する予定です。当日会場において、来場者からの募金の受付等を行
うボランティアを募集します。ご協力よろしくお願いします。

会 場

日 時

●湯沢高原ロープウェイ山麓駅前
●ショッピングセンターのぐちハーツ店様前

８月２７日㈯１４時～１７時
８月２８日㈰１０時～１７時

活動して下さる方にはチャリＴシャツを差し上げます。
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

夏休みに、ボランティアはじめの一歩を踏み出そう！
いろいろな人との出会いや体験が皆さんを待っています。
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次回は、2022年10月23日（日）発行予定です

お
問
い
合
わ
せ

社会福祉法人

湯沢町社会福祉協議会 事務局
〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877-1 湯沢町総合福祉センター内

TEL.025（784）4111 FAX.025（785）6661

●訪問介護事業所
●通所介護事業所
●居宅介護支援事業所
●湯沢児童クラブ

●故　森下 アヤ子様…50,000円
●故　南雲 ミヨシ様 …50,000円
●故　中島 吉信様……100,000円
●匿名様 ………50,000円
●髙橋 将悟様…ポータブルトイレ
●南雲 龍雄様…玄米30キロ
●小川 淳子様…バスタオル
●南雲 キヨ様 …バスタオル
●平賀 勝江様…バスタオル他
●匿名様 ………紙おむつ
●匿名様 ………フェイスタオル

●（一社）南魚沼建設業協会様…緊急移送用ストレッチャー１台

ご寄付をありがとうございます （令和4年4月1日～7月22日）

（一社）南魚沼建設業協会様と佐久間社協会長

当会では、社会福祉法の規定に基づき、提供する福祉サー
ビスに関する利用者及び家族等からの苦情やご意見、相
談に適切に対応する体制を整えています。話し合いを通じ
て解決が得られるよう苦情受付担当者を配置しています。

苦情解決制度について

髙橋 拓夫（布場）
岸野　弘（中子）

第三者委員

苦情解決責任者

阿部 道雄 ／ 笛田　愛
村山 直子 ／ 石澤 ゆかり

苦情受付担当者
角谷　洋 ／ 髙橋 一郎
笛田 裕子 ／ 髙橋 美奈子解決しない時や直接話しにくい場合は、

県福祉サービス運営適正化委員会にご相談下さい。
委員会が苦情解決のお手伝いをしています。
【問合せ先】県福祉サービス運営適正化委員会
 （新潟ユニゾンプラザ内 新潟市中央区上所）
 電話：025-281-5609
 時間：午前 9時～午後 5時

「新潟県認知症コールセンター」では、認知症の人やその家族の悩みごとや心配ごとの相談に応じています。

認知症相談：毎週月曜日から金曜日の9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）
電　　　話：025‐281‐2783
住　　　所：新潟市中央区上所 2－2－2新潟ユニゾンプラザ3階 新潟県社会福祉協議会内

お知らせ

◇令和 3年度の当会に対しての福祉サービスに関する
　苦情受付は１件でした。

【認知症コールセンターについて】
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「社協ゆざわ」7月号（vol.162）に関するアンケート

皆さんからの率直なご意見・ご感想をお聞かせください。 

 
 
  回答者                       
 

該当に レ してください        
（１）満足度       

□満足していない  □普 通   □非常に満足 

      

（２）読みやすさ 
      □満足していない  □普 通   □非常に満足 

  

（３）内容について 
      □満足していない  □普 通   □非常に満足  

 

（４）情報量について 
  □満足していない  □普 通   □非常に満足 

 
 
その他 ご自由にどうぞ (取り上げて欲しい記事等も大歓迎です） 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

持参 又は    785－6661 又は          yuzawa@wish.ocn.ne.jp 

  ㊏――― 令和 4 年 8 月 6 日㊏までにお願いします ―――


